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「八条地区福祉推進部」地域福祉施設見学・学習会の１コマ

8月

於：こうのとり荘・コスモス荘
2016.7.15

当会ではいろいろなイベントに参加、企画開催しております。

８月 1 日(土) 豊岡おどり出場（職員）
８月 ２日(日) 柳まつり花火大会見学
こうのとり荘テラス
８月 ６日(土）塩津納涼大会参加
８月 18 日(木）盆踊り大会 19：10～
９月 22 日(木･祝) いちどきん祭

ご利用様をはじめ、ご家族や地域の方々には日頃より、ご理解
ご協力を頂きまして、まことにありがとうございます。
夏本番を迎え、暑い日が続きます。ご利用者様にお元気でお過ご
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検索

しいただくために、各職種が連携を図り、主治医からのアドバイ
スを頂きながら施設理念を基にした安心安全な体制づくりをして
まいります。
秋分の日９月 22 日は『いちどきん祭』です。

ステージの催しやバザー、餅まきなどを計画し

ています。ご家族様、ボランティア様、地域の方々のご協力を頂きまして、北但社会福祉事業会の
職員が一丸となり、お祭りを盛り上げていきます。どうぞよろしくお願いいたします。

こうのとり荘
介護課長 北垣 恵

こ う の と り 荘
６月誕生会

７月誕生会

衣装が似合っとりますで～

童 謡 グ ル ー プ Ｗ ith 様
入居者有志の皆様によるハンドベル演奏と手踊り

一緒に歌って和みました♪

熊 本 地 震 に 係 る 介 護 職 員 等 の 応 援 要 請 派 遣 ６ /５ ～ ６ /３ ０

が く じ

河関 岳二 介護員

全国老人福祉施設協議会
からの呼 びかけをもとに熊
本県上益城郡益城町特養
い こ いの 里 へ
「ご利用者や施設内へ避難さ
れている方の苦労や疲労もさ
る こ と な が ら 、支 援 す る 側 の プ
ライバシーにも配慮しどこま
で 関 り を 持 ち 接 す る か 等 、色 々
と考える場面が多々ありまし
た」等の感想がありました。

支援のお手伝いおつかれさまでした。

八条認定こども園との交流会

来年も楽しみに待っとるよ～

齢の差なん歳？可愛くて自然と笑みがこぼれます｡

七夕のど自慢大会

ご出演の皆さまありがとうございました。

元気な歌声で暑さも吹き飛びました！

7 月 ファミリー喫茶
午後のひと時ご家族との楽しい時間を過ごしていただけましたでしょうか

6 月 大運動会

玉入れ・輪投げ・借り物競争など・・大盛り上がりの仮装付！？応援合戦
フレー フレー・黄組
がんばれ がんばれ緑組
ＧＯ ＧＯ・赤組
優勝は「黄組」でした

豊岡の夏は今年も暑い！！
熱中症にご用心！
皆さんご存じのとおり、豊岡の夏は高温多湿。全国ニュースになるほど、暑い豊岡です。
今年は昨年以上に暑くなるなんていう予想が早々に出されていますが・・・。

～熱中症予防のために～
・暑さを避ける
室内では…

外出時には…

扇風機やエアコンで室温をこまめに調節

日傘、帽子を着用

（室温 28℃以下、湿度 50～60%を目標に）

日陰でこまめに休憩

遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用

気温が高い日は日中の外出を
出来るだけ控える

からだの蓄熱を避けるために
通気性のよい、吸湿性・速乾性もある衣服を着用する
保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす
・こまめに水分補給をする
日中はもちろん、夜間も熱中症に注意
「夜トイレに起きたくないから」と、寝る前の水分補給を控えると睡眠中に水分が
不足し脱水症状になってしまいます。就寝前にはコップ 1 杯の水を習慣に。

熱中症対策に、こんな食材はいかが？
梅干し

スイカ

日本伝統の梅干しには熱中症で失われやすい塩分、

夏の風物詩「スイカ」は 90%が

ミネラルが豊富。

水分で、カリウムなどのミネラルが

酸っぱい素のクエン酸は疲労回復の効果があります。

たくさん含まれて

お弁当、おにぎりに 1 個。また、冷たい

います。

素麺の薬味で梅素麺。オススメです。

大正、昭和生まれの高齢者の皆さんは、「暑さなんて」と我慢することを頑張ってしまわれる方が
多いです。特にまじめで気丈だと言われる性格の方、心当たりはありませんか？
一昔前と比べ、地球は暑くなっています。どうぞ暑さと戦わず、
ゆったりと快適に、この夏をお過ごし下さい。

こんなサービスご存知ですか？
介護保険住宅改修

相談・申請

工事施行

全額支払

申請・返金

【注】
限度額上限

20 万円

（費用の１割～２割負担）
要支援１～要介護５

お気軽に
ご相談ください

北但社会福祉事業会職員募集のおしらせ
募集職種

受験資格

採用予定

看護職員

看護師・准看護師免許所持者
普通自動車運転免許

随時

介護職員

高卒以上
普通自動車運転免許

随時

平成 29 年３月大学・短大
専門学校卒業見込者

平成２９年
４月 １日付

(新規学卒)

キャリアアップのため、資格取得にﾁｬﾚﾝｼﾞする職員を応援します！

詳細
募集要項･福利厚生ほか
｢北但社会福祉事業会ＨＰ｣
またはﾊﾛｰﾜｰｸでもご覧いた
だけます

募集期間

平成２８年

８月 22 日～９月 16 日

タイムスケジュール
9:00
9:30
10:00
11:50
12:00
12:40
13:00
14:00
14:30
15:30
16:30

ご自宅へ迎え
お茶タイム・バイタル測定
入浴
余暇活動
昼食前の嚥下体操
昼食
口腔保清（歯磨き）
休養
水分補給
体操・レクリエーション
おやつ（手作りもたまに‥ ）
カラオケ・帰宅準備
ご自宅へ送り

６・７月の行事ではお買い物に出かけました。参加された方からのお手紙を紹介致します。
歩行器や車いす頼りの私にとって自分の目で見て選ぶ買い物は、全く無理と諦めてい
ました。その買い物を可能にしていただいたのが「やなぎの里」さん。
計画を聞き嬉しさと期待で、百均で求められそうな品々をメモして当日を待ちました。
3 名の車椅子を職員さんのそれぞれ押してもらいながら入店。
広き店内、色彩と商品の種類、数多く驚きながらメモを見て、
籠を膝に、売場を押してもらって、手に取り形色我が眼で選び
次々と巡りいろいろと求める事が出来ました。
夢物語が実現し、大満足「感謝」の一言。
又の機会を楽しみにしております。

平成27年度社会福祉法人北但社会福祉事業会 決算
平成28年度第1回評議員会および理事会が５月20日に開催され、平成27年度一般会計決算が承認されました。
以下のとおり報告します。

収入の内訳
（単位：千円）
介護保険
746,146
事業収入
老人福祉
事業収入

老人福
祉事業
収入
14%

23,269

計

（単位：千円）
人件費
617,778
支出

その他
3%

123,081

その他

支出の内訳

介護保
険事業
収入
83%

892,496

事業費
支出

124,378

事務費
支出

49,959

積立資産
支出

79,622

その他

25,595

計

積立資
産支出
9%

その他
3%

事務費
支出
5%
人件費
支出
69%
事業費
支出
14%

897,332

資金収支計算書

事業活動収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
（単位：円）
こうのとり荘事業活動収入計
664,594,369
こうのとり荘事業活動支出計
595,979,223
こうのとり荘事業活動資金収支差額
68,615,146
コスモス荘事業活動収入計
175,480,135
コスモス荘事業活動支出計
165,222,572
コスモス荘事業活動資金収支差額
11,257,563
加陽いちごの里事業活動収入計
42,002,199
加陽いちごの里事業活動支出計
42,049,707
加陽いちごの里事業活動資金収支差額
△ 47,508
施設整備等収入計
5,460,000
施設整備等支出計
21,755,807
施設整備等資金収支差額
△ 16,295,807
その他の活動収入計
11,256,355
その他の活動支出計
79,621,950
その他の活動資金収支差額
△ 68,365,595
予備費
0
当期資金収支差額合計
△ 4,836,201

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
（単位：円）
こうのとり荘サービス活動収益計
661,862,363
こうのとり荘サービス活動費用計
641,654,000
こうのとり荘サービス活動増減差額
20,208,363
コスモス荘サービス活動収益計
175,406,980
コスモス荘サービス活動費用計
161,552,814
コスモス荘サービス活動増減差額
13,854,166
加陽いちごの里サービス活動収益計
41,934,072
加陽いちごの里サービス活動費用計
44,047,002
加陽いちごの里サービス活動増減差額
△ 2,112,930
サービス活動外収益計
12,177,673
サービス活動外費用計
4,800,732
サービス活動外増減差額
4,800,732
経常増減差額
36,750,331
特別収益計
5,460,000
特別費用計
5,460,011
特別増減差額
△ 11
当期活動増減差額
36,750,320
前期繰越活動増減差額
628,871,095
当期末繰越活動増減差額
665,621,415
その他の積立金取崩額
69,999,991
次期繰越活動増減差額
595,621,424

前期末支払資金残高

368,612,072

当期末支払資金残高

363,775,871

※こうのとり荘には豊岡やなぎの里・こうのとり居宅支援センターが含まれ
ています。
※事業活動の収入・支出は、内部取引消去を含めていません。

※こうのとり荘には豊岡やなぎの里・こうのとり居宅支援センターが含まれ
ています。
※サービス活動の収益・費用は、内部取引消去を含めていません。

貸借対照表
平成28年3月31日現在
資産の部
流動資産
固定資産

資産の部合計

（単位：円）
負債の部

386,295,710 流動負債
1,344,556,965 固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
1,730,852,675 負債及び純資産の部合計

26,030,064
126,851,617
152,881,681
213,584,976
518,966,551
249,798,043
595,621,424
1,577,970,994
1,730,852,675

